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技術者・科学者を目指して！

さらに詳しく沼津高専を知りたい方はいますぐホームページにアクセスさらに詳しく沼津高専を知りたい方はいますぐホームページにアクセス
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5年間一貫教育で
すぐれた技術者に成長できる！
5年間一貫教育で
すぐれた技術者に成長できる！

低学年からの専門教育低学年からの専門教育

　大学と同じ高等教育機関に属し、卒業後は一人前の
技術者として社会で活躍できる「人」を育てている学
校です。実験、実習などをふんだんに取り入れ、実践
的な教育を行っているのが特徴です。
　卒業すると、準学士（工学）の称号が得られます。
さらに、専攻科まで修了すると、大学卒業と同じ学士
（工学）の学位が得られます。

学費は安いの？学費は安いの？
大学卒（学士取得）を目標として、「高専」
「高校」「大学」の学費（検定料＋入学料
＋授業料）を比較してみました。

気になる卒業後の進路気になる卒業後の進路沼津高専ってどんな学校？沼津高専ってどんな学校？

　専門科目を低学年から学ぶことで、高度な専門知識
を得ることができます。

●機械工学科
●電気電子工学科
●電子制御工学科
●制御情報工学科
●物質工学科

【高校と高専の違い】

国立高専本料＋専攻科
合計1,488,000円

国立高専本料＋国立大学（工学部）
合計2,301,300円

公立高校＋国立大学（工学部）
合計2,450,050円

←国立高専専攻科（２年間）
　570,300円

国立高専（５年間）
　917,700円

国立高専（５年間）
　917,700円

国立大学（２年間）
1,383,600円

国立大学（４年間）
2,442,200円

←公立高校（３年間）
　7,850円

※就学支援金の標準的な助成額（年額118,800円）を反映して試算しております。
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1日体験入学1日体験入学

独立行政法人　国立高等専門学校機構
沼津工業高等専門学校　学生課教務・入試係
〒410-8501 沼津市大岡3600
TEL：055‐926‐5962　E-mail：kyoumu-nyuusi@numazu-ct.ac.jp

お問い合わせ先

進学説明会　学科・施設紹介　学生寮見学　など
※三島駅北口・浜松駅より無料送迎バス運行。

進学説明会進学説明会
７月31日㈰　受付13：30～
 アクトシティ浜松
　　　研修交流センター６階　62研修交流室
８月７日㈰　受付13：30～
 おだわら市民交流センター１階　第１会議室
11月１日㈫　（中学校教員対象）
 沼津工業高等専門学校　視聴覚教室
※その他、各イベントでも実施します。

中学生のための
体験授業
中学生のための
体験授業

体験授業（※要予約）　　進学相談会

高専祭高専祭
ミニ体験授業、進学説明会も同時開催！

独立行政法人国立高等専門学校機構
沼津工業高等専門学校長　藤本　晶

車やコンピュータなど、私たちの身の回りの物を
造っているのは、技術者と呼ばれる人たちです。リニ
ア新幹線もジェット機も技術者が設計し製作していま
す。沼津高専はそのような技術者を育てる学校です。
沼津高専では、入学当初から専門技術を学べます。
本科では20歳、専攻科では22歳まで学びますが、一
般の高校生のように大学入試センター試験を受ける必
要はありません。技術者として必要な事柄を学びます。
もちろん豊かな人間性も必要です。技術の勉強だけ
でなく、国語や社会、英語、そして体育にも力を入れ
ています。沼津高専で学ぶことで日本を支える技術者
への道が約束されます。
もっと勉強を続けたい人は、専攻科に進学できます。
また国内のほとんどの大学の３年生に編入学すること
もできます。専攻科を終えれば大学院にも進学できる
のです。
このパンフレットを見て、興味が湧いた人は、是非
１日体験入学や中学生のための体験授業などに参加し
て、もっと詳しい説明を聞いてください。沼津高専は
あなた方を待っています。

11/5㈯～11/6㈰

10/2㈰

9/3㈯

高い求人倍率高い求人倍率
景気に左右されることなく、毎年約100％の就職率を維持しています。（平成27年度求人倍率は約34倍）

国公立大学・専攻科への進学国公立大学・専攻科への進学
卒業後も勉強を続けたい場合は、高専の専攻科に進学や、大学に編入学（3年生）することが可能です。

●旭化成　　　　　　●小野薬品
●クノール食品　　　●国立印刷局
●資生堂　　　　　　●セイコーエプソン
●中部電力　　　　　●ＪＲ東海
●東芝機械　　　　　●東燃ゼネラル石油
●東レ　　　　　　　●明電舎
●ヤクルト　　　　　●矢崎総業　ほか

●北海道大　　　　　●筑波大
●千葉大　　　　　　●東京大
●東京農工大　　　　●東京工業大
●横浜国立大　　　　●長岡技術科学大
●静岡大　　　　　　●名古屋大
●豊橋技術科学大　　●大阪大
●九州大　　　　　　●首都大東京 ほか

平成27年度卒業生進路

主 な 就 職 先

主 な 編 入 学 先

製造
24％

建設 ３％
電気・ガス・熱供給 ３％

運輸・郵便 ３％
情報通信 ２％

学術研究、専門・
技術サービス ２％生活関連サービス

１％

大学編入学
44％

専攻科
14％

その他
４％
その他
４％

進学
58％
進学
58％

就職
38％
就職
38％

平成29年度学生募集
●募集人員
 ●機械工学科／40名 ●電気電子工学科／40名
 ●電子制御工学科／40名 ●制御情報工学科／40名
 ●物質工学科／40名
 合計200名（各学科の募集人員の50%を推薦により選抜します。）

●選抜日程
選抜方法

推薦選抜

学力選抜

出願期間

平成29年１月10日～12日

平成29年１月31日～2月2日

選抜日

１月22日㈰

２月19日㈰

会場

沼　津

沼津・浜松

合格発表日

１月26日㈭ 

２月23日㈭

※詳細については、本校公式ホームページを参照してください。



寮ってどんなところ？寮ってどんなところ？キャンパスライフキャンパスライフ在校生の声在校生の声
機械工学科　　　５年 伊豆市立天城中学校出身
機械工学科は、実習・実験を通して実践的に学べる魅力が

あります。私も実際に多くの機械に触れ学べる魅力に惹かれ
機械工学科を志望しました。また機械において基礎になる専
門知識も、５年間でしっかりと身につけることができます。
私が５年間、高専に在学して良いと思ったところは自分のや
りたいことがどんどんできる環境であるところです。勉強は
もちろんのこと、寮生活や部活動などとても充実した学生生
活を送れる学校です。

電気電子工学科　５年 裾野市立東中学校出身
私は電気に興味をもち、ものづくりに携わりたいという漠

然としたイメージだけをもって入学しました。毎週行う実験
で機器を操作し、ものを作る経験を通じて、やりたいことが
次々と頭に浮かび、友達や先生に話すとその思いがどんどん
具体化してあっという間に実現していきました。高専にはや
りたいことを見つけて実現するまでの環境が整っています。
まだ具体的なイメージがわかない人でも、その気持ちさえあ
れば大丈夫です。

電子制御工学科　４年 磐田市立豊田中学校出身
電子制御工学科では、機械、電気、情報といった工学の基

礎分野を幅広く学習できます。講義で学習した専門知識の理
解を実験・実習を通して更に深めることができます。また、４
年次には、MIRSと呼ばれる小型自律ロボットの製作をチーム
で協力して行います。この授業を通して専門知識の応用能力だ
けでなく責任感や協調性を養うことができます。講義や実験、
実習はどれも大変ですが、部活との両立もできるので、やりが
いを感じています。

制御情報工学科　４年 浜松市立細江中学校出身
高専は、地元だけでなく県内外の遠方からも入学してきま
す。私もその一人でした。初めは不安もありましたが、寮生
活や部活動、クラスを通して様々な考えをもつ友人と出会う
ことができました。高専には面倒見のいい先生方が多く、授
業でわからなかったところなどの質問に丁寧に応えてくださ
ります。新しい出会いの中で、私は精神的にも成長できたと
思っています。是非、高専で新しい人と出会い、新たな自分
を発見してください。

物質工学科　　　５年 伊豆の国市立大仁中学校出身
学生寮では、1～ 5年生だけでなく外国人留学生と共に、
寮内で一斉に大掃除をしたり、季節ごとのイベントで盛り上
がったりして、楽しく寮生活を送ることができます。また、
物質工学科の授業では、座学と実験を通して化学と生物につ
いて学びます。予習やレポート作成は大変ですが、様々な装
置を使い、班ごとに協力して行う実験は、やりがいがあり面
白いです。実験が好きで理系科目を中心に学びたいという人
に高専をお勧めします。

原則として１・２年生は全員寮に入ります。
寮は、女子寮を含め７棟あり、約560名の
学生が寮生活を送っています。
規律正しい共同生活、上級生による下級生
指導など、いろいろな学生との交流や経験
を通じて、人間として成長することを目標と
しています。

体育祭や高専祭などのイベントを、学生自らが企画・運営しています。
また、自由な時間を多くもつことができるので、コンテストや部活動など充実した高専生活を
送っています。

体育祭や高専祭などのイベントを、学生自らが企画・運営しています。
また、自由な時間を多くもつことができるので、コンテストや部活動など充実した高専生活を
送っています。

寮祭の様子

一緒に生活するから、同級生や先輩ともすぐに仲良くなれます。

寮生の日課

男子 女子

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（時）

●スポーツ大会
●寮祭

●春季休業
●入学式
●１年合宿研修 ●前期中間試験

●地区高専体育大会
●夏季休業（～８月）

●全国高専体育大会
●夏季休業

●体育祭
●高専祭
●後期中間試験 ●冬季休業（～１月）

●３年スキー研修

●学年末試験

●卒業研究発表
●卒業式
●学年末休業

●前期末試験

●４年工場見学
●ロボコン地区大会
●２年特別研修

寮の食事風景 マテカ（寮生会主催の勉強会） 夏祭りの様子大学や求人関連の資料を見る学生たち きり箱実験の様子

声を寄せてくれた学生たち

6：55起床
点呼
7：00～7：30

清掃

7：30～8：30
朝食 8：50～16：20

授業
12：15～13：00

昼食
16：30～18：30
クラブ活動 点呼・門限 点呼 就寝

17：00～19：00 夕食
17：00～19：50 入浴

20：00～22：00
学習時間
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８月８月
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